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（写真）大統領府 “９月２６日 コロンビアとベネズエラの国境移動が再開” 

 

 

２０２２年９月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ・コロンビアの国境再開 

～再開式にはペトロ大統領参加～」 

「米州開発銀行代表が交代、理由は公私混同か」 

経 済                     

「国境再開 １２０トン超の物資移動を予見 

～ベネズエラ コロンビアへ石炭を輸出～」 

「ガイアナ マドゥロ政権と債務返済を協議」 

「Vepica 外貨建て社債１００万ドルを発行」 

社 会                     

「Cicpc 待遇劣悪で辞職者が増加」 

２０２２年９月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「国連総会 マドゥロ政権の人権侵害を批判 

～マドゥロ大統領 人権侵害報告を拒絶～」 

「ブラジル大統領選 ルーラ候補が優勢」 

経 済                    

「中央銀行 両替用外貨の最低額制限を解除 

～購入限度額€１０００/日、€８５００/年～」 

「イラン ベネズエラに原油・希釈剤を輸出」 

「マドゥロ政権 英国 GOLD 訴訟に異議」 

社 会                    

「米国汚職犯 ベネズエラに政治亡命を申請」 
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２０２２年９月２６日（月曜）             

政 治                       

「ベネズエラ・コロンビアの国境再開           

       ～再開式にはペトロ大統領参加～」       

 

９月２６日 ベネズエラとコロンビアをつなぐシモン・

ボリバル橋が開通。両国の国境移動が再開した。 

 

同式典にはコロンビア・ベネズエラの国土交通相が出席。 

 

また、参加するかどうか不透明だったコロンビアのグス

タボ・ペトロ大統領も出席した。 

 

なお、マドゥロ大統領は同式典に出席することはなかっ

た。 

 

開通式では、ベネズエラから２台の大型車がガイアナ公

社で産出されたアルミニウムを乗せてコロンビアに移

動。 

 

コロンビアからは、紙類・プラスチックを積んだ３台の

トラックがベネズエラに向けて移動した。 

 

両国の国境は外交関係の悪化及び Covid-１９の感染拡

大防止により２０２０年３月に封鎖されたので、２年半

ぶりの再開となる。 

 

トラックなど商用車が国境を移動できる時間は午前１

０時から午後５時まで。 

 

徒歩の場合は午前５時から午後６時までだという。 

 

ペトロ大統領は両国の越境再開について 

「両国は決して決別するべきではなかった。過去の自殺

行為は過ぎ去った。二度と繰り返してはならない。」と

発言。両国の国境移動再開を喜んだ。 

マドゥロ大統領は、同式典には出席せず、テレビで演説

を実施。 

「我々はコロンビアとの関係を再開する偉大な一歩を

踏み出した。遅かれ早かれ両国に今日のような日が来る

ことは分かっていた。 

 

過去、あの橋（シモン・ボリバル橋）を通じて、ベネズ

エラを侵略し、戦争をもたらそうとした黒い歴史がある。

しかし、今日の日が来ると確信していた。」 

と発言した。 

 

 

 

（写真）大統領府 

“ペトロ大統領とフレディ・ベルナルタチラ州知事” 
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「米州開発銀行代表が交代、理由は公私混同か」         

 

９月２６日 「米州開発銀行（IDB）」は、加盟国メンバ

ー９０％超の賛成によりクラベル・カロネ総裁を解任し

たと発表した。 

 

IDB は、中南米を中心とする４８カ国の中央銀行・財務

大臣らにより構成された米州の国際金融機関。 

 

２０２０年１０月に米国のクラベル・カロネ氏（キュー

バ系移民）が総裁に就任していた。 

 

クラベル・カロネ氏は、トランプ政権下でベネズエラ問

題を担当していたが、ベネズエラ問題が膠着状態になっ

たことで担当から外され、IDB 総裁に就任したと報じら

れていた。 

 

なお、IDB の総裁は歴代、中南米出身者が務めており、

米国出身者が総裁になることは異例だったという。 

 

報道によると解任の理由は、自身と親密な関係にあった

部下の昇給を巡り不適切な行いがあったためという。 

 

この情報は匿名での報告があり、調査委員会が調査した

結果、事実であることが確認されたという。 

 

ただし、非公式情報ではクラベル・カロネ氏は自身の無

実を主張しており、証拠不十分として調査の内容を認め

ていないという。 

 

後任はまだ決まっていないが、正式な後任が決まるまで

はホンジュラス人の Reina Irena Meija Chacon 氏が暫

定的に総裁を務めるという。 

 

 

 

 

経 済                        

「国境再開 １２０トン超の物資移動を予見      

   ～ベネズエラ コロンビアへ石炭を輸出～」           

 

前述の通り、９月２６日からベネズエラとコロンビアの

国境移動が再開した。 

 

報道は基本的に今回の国境移動再開を歓迎する記事が

多い。 

 

ククタ税関の Yezit Sarmiento 代表によると、今回の国

境再開により、１２０トン超の商品が両国の国境を移動

することになるだろうとの見解を示した。 

 

また、２０２０年に国境を封鎖して以降、通関に関連し

たククタの仕事は大きく減少し、５８の乙仲業者が事業

を閉鎖したが、この傾向も変わるだろうとの見解を示し

た。 

 

他、「ベネズエラ・コロンビア経済商工会（Cavecol）」の

ルイス・アルベルト代表は、「Globovision」のインタビ

ュー番組に出演。ベネズエラからコロンビアに向けて石

炭の輸出が始まるとの見解を示した。 

 

「ベネズエラからの輸出品としては石炭が最初に挙げ

られる。他、プラスチック製品など様々な製品が輸出さ

れる。」との見解を示した。 

 

本日の「ウィークリーレポート No.271」でも紹介した

が、マドゥロ政権は原油以外の資源輸出に力を入れてい

るようで、コロンビアへアルミニウム・鉄鋼・石炭など

の輸出が増える可能性も考えられそうだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1c423a44fa3ff9d4882c71e7acadcc5d.pdf
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「ガイアナ マドゥロ政権と債務返済を協議」         

 

ベネズエラと国境を接するガイアナの Joseph Andall 外

相は、ベネズエラと債務返済についての協議を開始する

と発表した。 

 

マドゥロ政権は世界中から債務返済を要求されている

が、本件はガイアナがベネズエラに対して負っている債

務の返済についてである。 

 

「ガイアナはベネズエラとのペトロカリベの合意によ

り、ベネズエラに対して債務を追っている。そして、こ

の債務の返済メカニズムについての協議を開始するこ

とを決めた。」と発表した。 

 

報道によると、ガイアナがベネズエラ政府に対して負っ

ている債務は１．４億ドル超。ガイアナの国内総生産の

１１．５％だという。 

 

「Vepica 外貨建て社債１００万ドルを発行」                  

 

エンジニアリング会社「Vepica（ ingeniería Venezolana 

de Proyectos Integrados）」は、カラカス証券市場を通じ

て外貨建て社債１００万ドルを発行した。 

 

実際のところ、この社債は２０万ドルずつ、５回に分け

て発行されており、今回５回目の発行を終えたことで合

計１００万ドルの社債を発行したことになるという。 

 

社債の年間利息は７％。２年満期の社債。 

 

集めた資金は、同社サービスの海外輸出のために使用す

るという。 

 

 

 

 

Vepica は１９７２年にベネズエラで設立。現在、本社は

アメリカにあるが、ラテンアメリカ市場を中心にエンジ

ニアリングサービスを行っている。 

 

中国・カナダ・コロンビア・ベネズエラ・米国に支店を

持っているという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「Cicpc 待遇劣悪で辞職者が増加」           

 

ベネズエラ人記者のダニエル・コリナ氏は、１日当たり

２０～３０人の「犯罪化学捜査班（CICPC）」職員が辞

職をしていると報じた。 

 

辞職の理由は、「低賃金」「劣悪な待遇」などだという。 

 

コリナ記者によると、命を危険にさらす仕事であるにも

かかわらず、Cicpc 職員の給料は月額８０ドルを超えな

いという。 

 

この金額では食費をねん出することもできないと指摘

した。 
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２０２２年９月２７日（火曜）              

政 治                       

「国連総会 マドゥロ政権の人権侵害を批判      

  ～マドゥロ大統領 人権侵害報告を拒絶～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.809」で紹介した通り、国

連の独立調査委員会はマドゥロ政権による組織的な人

権侵害に関する報告書を公表した。 

 

本件を受けて、国連総会でマドゥロ政権の人権侵害に関

する訴えの声が散見される。 

 

ニュージーランドの外交関係者は、この報告書について

「我々は調査委員会が報告した拷問・非人間的な扱い、

性的暴行、治安当局が行う法外の裁きなどに強い懸念を

感じている。 

 

これらの問題を明らかにするため、独立調査委員会は、

今回の調査を継続し、被害者のため適切な司法を保証し

なければいけない。」と発言した。 

 

他、スペインからも同調査報告書について、マドゥロ政

権の対応に懸念を表明。 

 

「この報告書について懸念を抱いている。スペイン政府

は引き続きベネズエラの人権問題について国連や国際

ミッション団などを通じて近くから観察を続ける。」 

と発言した。 

 

しかし、この報告書の内容についてマドゥロ政権は完全

に拒絶。 

 

ベネズエラのタレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

報告書の内容について「悪意のある扇動目的のインター

ネット記事をコピペしたもので、実際の調査をもとに書

かれた内容ではない」と指摘。 

 

報告書の信ぴょう性を否定した。 

 

また、マドゥロ大統領は本件について 

「ベネズエラは調査委員会による報告書について、全く

根拠のない調査として明確に拒絶する。同委員会は新た

な政治宣伝のツールを作成しただけだ。」 

との見解を示した。 

 

「ブラジル大統領選 ルーラ候補が優勢」           

 

ブラジルの大統領選が１０月２日に予定されており、残

り４日となっている。 

 

直近の世論調査では、１番人気となっているルーラ候補

が、ボルソナロ現大統領との支持率差を広げる形となっ

ている。 

 

「Ipec」の世論調査によると、「労働党（PT）」ルーラ候

補の支持率は４８％。前回調査の４４％から４ポイント

増加した。 

 

一方、ボルソナロ現大統領の支持率は３１％と前回の３

２％から１ポイント下落した。 

 

他の候補としては「労働者民主党（PDT）」の Ciro Gomes

候補の支持率が７％から６％に減少。 

 

「ブラジル民主行動党（MDB）」の Simone Tebet 候補

の支持率が５％となっている。 

 

なお、同調査は９月２５日～２６日にかけて、３，００

８人のブラジル人有権者を対象に行ったものだという。 

 

ルーラ候補は故チャベス大統領の盟友で、現在もマドゥ

ロ政権を支持している。ルーラ政権が発足した場合、マ

ドゥロ政権は更に安定することだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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経 済                       

「中央銀行 両替用外貨の最低額制限を解除     

 ～購入限度額€１０００/日、€８５００/年～」           

 

９月２６日 ベネズエラ中央銀行は、外貨両替時の最低

金額を撤廃すると発表した。 

 

２０１９年２月、中央銀行は両替の最小金額について

「個人は５０ユーロ、あるいはそれと同等の金額」 

「法人は５００ユーロ、あるいはそれと同等の金額」 

と定めていた。 

 

しかし、今回の決定によりこの金額が解除されることに

なる。 

 

ただし、外貨購入時の両替上限額は決まっており、この

金額は以前と変わっていない。 

 

規定によると、 

１日当たりの両替限度額は１，０００ユーロ、あるいは

それと同等の金額。 

１カ月当たりの両替限度額は４，０００ユーロ、あるい

はそれと同等の金額。 

１年あたりの両替限度額は８，５００ユーロ、あるいは

それと同等の金額。 

となっている。 

 

なお、１年は両替した日から起算して１年ではなく、カ

レンダー上の１年（１月～１２月）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イラン ベネズエラに原油・希釈剤を輸出」         

 

２０２０年以降、ベネズエラはイランに希釈剤の調達を

依存している。 

 

ロイターが確認した PDVSA の内部資料によると、

PDVSA は引き続きイランから希釈剤を調達する予定が

あり、アンソアテギ州のホセ・ターミナルにイラン産原

油１２２万バレル、２０万バレルのコンデンセートが到

着する予定。 

 

これらの原油は「Naftiran Intertrade Company Ltd」と

いう会社が輸出者になっているようだ。 

 

また、９月にイラン国籍で「イラン国営タンカー会社

（NITC）」が運行する VLCC がベネズエラに到着して

いるという。 

 

PDVSA の内部資料によると、２２年７月～８月にかけ

てベネズエラはイランから４８０万バレルの原油・コン

デンセートを輸入しているという。 

 

「マドゥロ政権 英国 GOLD 訴訟に異議」             

 

９月２７日 マドゥロ政権のベネズエラ中央銀行は、

GOLD の裁量権を巡る英国裁判所の判決に異議を申し

立てると発表した。 

 

２２年７月２９日 英国裁判所は、同国の英国銀行に保

管しているベネズエラ中央銀行の GOLD（約３０トン、

１５億ドル相当）について、グアイド暫定政権に裁量権

があるとの判決を下した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.787」）。 

 

この決定に対して異議申し立てを行うことになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5f1ee346e920ffbce4d93dfd2849eba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5f1ee346e920ffbce4d93dfd2849eba.pdf
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カリスト・オルテガ中央銀行総裁によると、９月１２日

に英国裁判所の Sara Cockerill 判事から異議申し立てを

行う許可を受けたという。 

 

この Sara Cockerill 判事は、７月２９日に「グアイド暫

定政権に GOLD の裁量権がある」との判決を下した判

事だという。 

 

マドゥロ政権側の擁護をしている弁護士事務所の

「Zaiwalla & Co」は、「自身が下した判決について自身

で異議申し立てを認めるケースは珍しい」との見解を示

している。 

 

また、７月の判決が下されて以降、グアイド暫定政権側

の弁護団は英国にある GOLD の移動を英国裁判所に求

めたが、９月２１日に Cockerill 判事はグアイド暫定政

権側の要請を却下したという。 

 

社 会                       

「米国汚職犯 ベネズエラに政治亡命を申請」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.811」「No.810」と、米国海

軍との汚職を理由に米国で逮捕されたが、自宅軟禁から

脱走し、ベネズエラで捕まった Leonard Glenn Francis

氏について紹介した。 

 

９月２７日 Leonard Glenn Francis 氏は、ベネズエラ

に政治亡命を申請すると発表した。 

 

Leonard Glenn Francis 氏によると、同氏は腎臓がん（第

４フェーズ）を患っており、家族と面会するための方策

を探っているという。 

 

Leonard Glenn Francis 氏が腎臓がんを患っていること

を証明する医師の検査結果も公開されている。 

 

 

同氏が関与した汚職は米国海軍史上、最大のスキャンダ

ルと言われており、４４０人以上の米海軍関係者が関与

している。調査の過程で公表されていない情報もあるこ

とだろう。 

 

マドゥロ政権として、Leonard Glenn Francis 氏から情

報を聞き出すことで米国海軍の弱みを聞き出そうとい

う意図があるのかもしれない。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1e30a98c3ffa70294c29aed662a8495.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be526f37f4de2a748bc2db15b5011d48.pdf

